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(一般会計） (単位：円）
当年度

2020（令和2）年
3月31日現在

前年度
2019（平成31）年
3月31日現在

増　減

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産

現金預金 2,832,858 32,933,634 △30,100,776
流動資産合計 2,832,858 32,933,634 △30,100,776

２． 固定資産
（１）基本財産

定期預金 30,000,000 30,000,000 -
基本財産合計 30,000,000 30,000,000 -

（２）特定資産
奨学緑化特定資産 37,934,408 - 37,934,408
管理運営特定資産 1,230,284 - 1,230,284
投資有価証券 922,500,000 1,422,000,000 △499,500,000

特定資産合計 961,664,692 1,422,000,000 △460,335,308
固定資産合計 991,664,692 1,452,000,000 △460,335,308
資産合計 994,497,550 1,484,933,634 △490,436,084

Ⅱ 負債の部
１． 流動負債

預り金 20,900 20,900 -
流動負債合計 20,900 20,900 -

２． 固定負債
固定負債合計 - - -
負債合計 20,900 20,900 -

Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産

寄付金 991,664,692 1,452,000,000 △460,335,308
指定正味財産合計 991,664,692 1,452,000,000 △460,335,308
（うち基本財産への充当額） (30,000,000) (30,000,000) -
（うち特定資産への充当額） (961,664,692) (1,422,000,000) （△460,335,308)

２． 一般正味財産 2,811,958 32,912,734 △30,100,776
（うち基本財産への充当額） - - -
（うち特定資産への充当額） - - -
正味財産合計 994,476,650 1,484,912,734 △490,436,084
負債及び正味財産合計 994,497,550 1,484,933,634 △490,436,084

貸　　借　　対　　照　　表

2020（令和2）年3月31日現在

科　　　目
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(単位：円）
当年度

(2019年4月1日から
2020年3月31日まで）

前年度
(2018年4月1日から
2019年3月31日まで）

増　減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部

（１） 経常収益
① 基本財産運用益 3,000 3,000 -

基本財産受取利息 3,000 3,000 -
② 受取寄付金 60,553,308 63,116,000 △2,562,692

受取寄付金 540,000 63,116,000 △62,576,000
受取寄付金振替額 60,013,308 - 60,013,308

③ 特定資産運用益 - 24,000,000 △24,000,000
特定資産受取配当金 - 24,000,000 △24,000,000

④ 雑収益 302 214 88
受取利息 302 214 88

経常収益計 60,556,610 87,119,214 △26,562,604

（２） 経常費用
① 事業費 89,477,562 69,811,277 19,666,285

ア． 奨学金事業費 88,110,342 69,282,197 18,828,145
奨学金 86,400,000 67,500,000 18,900,000
役員報酬 1,440,000 1,440,000 -
雑費 270,342 342,197 △71,855

イ． 植樹事業費 1,367,220 529,080 838,140
植樹費 887,220 42,120 845,100
役員報酬 480,000 480,000 -
雑費 - 6,960 △6,960

② 管理費 1,179,824 4,185,571 △3,005,747
役員報酬 480,000 480,000 -
旅費交通費 290,400 305,440 △15,040
通信運搬費 50,698 65,394 △14,696
雑費 358,726 3,334,737 △2,976,011

経常費用計 90,657,386 73,996,848 16,660,538
当期経常増減額 △30,100,776 13,122,366 △43,223,142
当期一般正味財産増減額 △30,100,776 13,122,366 △43,223,142
一般正味財産期首残高 32,912,734 19,790,368 13,122,366
一般正味財産期末残高 2,811,958 32,912,734 △30,100,776

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金

受取寄付金 72,178,000 - 72,178,000
特定資産運用益

受取配当金 27,000,000 - 27,000,000
特定資産評価益 - 411,000,000 △411,000,000
特定資産評価損 499,500,000 - 499,500,000
一般正味財産への振替額 △60,013,308 - △60,013,308
当期指定正味財産増減額 △460,335,308 411,000,000 △871,335,308
指定正味財産期首残高 1,452,000,000 1,041,000,000 411,000,000
指定正味財産期末残高 991,664,692 1,452,000,000 △460,335,308

Ⅲ 正味財産期末残高 994,476,650 1,484,912,734 △490,436,084

正　味　財　産　増　減　計　算　書

2019（平成31）年4月1日から2020（令和2）年3月31日まで

科　　　目
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(一般会計） (単位：円）

奨学金事業 植樹事業 共通 小計
Ⅰ 一般正味財産増減の部

１． 経常増減の部
（１） 経常収益

① 基本財産運用益 - - 3,000 3,000 - 3,000
基本財産受取利息 - - 3,000 3,000 - 3,000

② 受取寄付金 - - 59,373,484 59,373,484 1,179,824 60,553,308
受取寄付金 - - 129,892 129,892 410,108 540,000
受取寄付金振替額 - - 59,243,592 59,243,592 769,716 60,013,308

③ 特定資産運用益 - - - - - -
特定資産受取配当金 - - - - - -
特定資産受取配当金振替額

④ 雑収益 - - 302 302 - 302
受取利息 - - 302 302 - 302

経常収益計 - - 59,376,786 59,376,786 1,179,824 - 60,556,610

（２） 経常費用
① 事業費 88,110,342 1,367,220 - 89,477,562 - 89,477,562

ア． 奨学金事業費 88,110,342 88,110,342 88,110,342
奨学金 86,400,000 86,400,000 86,400,000
役員報酬 1,440,000 1,440,000 1,440,000
雑費 270,342 270,342 270,342

イ． 植樹事業費 1,367,220 1,367,220 1,367,220
植樹費 887,220 887,220 887,220
役員報酬 480,000 480,000 480,000

② 管理費 - - - - 1,179,824 1,179,824
役員報酬 - 480,000 480,000
旅費交通費 - 290,400 290,400
通信運搬費 - 50,698 50,698
雑費 - 358,726 358,726

経常費用計 88,110,342 1,367,220 - 89,477,562 1,179,824 - 90,657,386
当期経常増減額 △88,110,342 △1,367,220 59,376,786 △30,100,776 - - △30,100,776
当期一般正味財産増減額 △88,110,342 △1,367,220 59,376,786 △30,100,776 - - △30,100,776
一般正味財産期首残高 - - 32,912,734 32,912,734 - 32,912,734
一般正味財産期末残高 △88,110,342 △1,367,220 92,289,520 2,811,958 - - 2,811,958

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金

投資有価証券受贈益
受取寄付金 70,178,000 70,178,000 2,000,000 72,178,000

特定資産運用益 -
受取配当金 27,000,000 27,000,000 27,000,000

特定資産評価益 - - -
特定資産評価損 499,500,000 499,500,000 499,500,000
一般正味財産への振替額 △59,243,592 △59,243,592 △769,716 △60,013,308
当期指定正味財産増減額 - - △461,565,592 △461,565,592 1,230,284 - △460,335,308
指定正味財産期首残高 - - 1,452,000,000 1,452,000,000 - - 1,452,000,000
指定正味財産期末残高 - - 990,434,408 990,434,408 1,230,284 - 991,664,692

Ⅲ 正味財産期末残高 △88,110,342 △1,367,220 1,082,723,928 993,246,366 1,230,284 - 994,476,650

　　　　正　味　財　産　増　減　計　算　書　内　訳　表　　　　

2019（平成31）年4月1日から2020（令和2）年3月31日まで

科　　　目
公益目的事業会計

法人会計 内部取引消去 合計
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１ 重要な会計方針

（１） 「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日　平成２１年１０月１６日改正　内閣府公益認定等
委員会）を採用している。

（２） 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価額等に基づく時価法

（３） 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

基本財産
定期預金

小　　　計
特定資産

奨学緑化特定資産
管理運営特定資産
投資有価証券

小　　　計
合　　　計

３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

基本財産
定期預金

小　　　計
特定資産

奨学緑化特定資産
管理運営特定資産
投資有価証券

小　　　計
合　　　計

４ 担保に供している資産はない。

５ 保証債務等の偶発債務はない。

６ 関連当事者との取引はない。

1,230,284        
(37,934,408)
(1,230,284)

-                   -                   
-                   -                   

37,934,408      

-                   97,178,000      59,243,592      37,934,408      
-                   2,000,000        769,716          1,230,284        

991,664,692    (991,664,692) -                   -                   

922,500,000    (922,500,000) -                   -                   
961,664,692    (961,664,692) -                   -                   

30,000,000      (30,000,000) -                   -                   
30,000,000      (30,000,000) -                   -                   

(単位：円）

科　　　目 当期末残高
（うち指定正味財産

からの充当額）
（うち一般正味財産

からの充当額）
（うち負債に対応す

る額）

1,422,000,000  -                   499,500,000    922,500,000    
1,422,000,000  99,178,000      559,513,308    961,664,692    
1,452,000,000  99,178,000      559,513,308    991,664,692    

30,000,000      -                   -                   30,000,000      
30,000,000      -                   -                   30,000,000      

財務諸表に対する注記

(単位：円）
科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
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附属明細書

１． 基本財産及び特定資産の明細
（単位：円）

区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額

基本財産 定期預金 30,000,000 - - 30,000,000

基本財産計 30,000,000 - - 30,000,000

特定資産 奨学緑化特定資産 - 97,178,000 59,243,592 37,934,408

管理運営特定資産 - 2,000,000 769,716 1,230,284

投資有価証券 1,422,000,000 - 499,500,000 922,500,000

特定資産計 1,422,000,000 99,178,000 559,513,308 961,664,692
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(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　　額
（流動資産）

現金 手元保管 運転資金として 67,463
預金 普通預金

　八十二銀行　上田支店 運転資金として 2,296,244
貯金 郵便貯金

　川辺郵便局 運転資金として 469,151

流動資産合計 2,832,858
（固定資産）
基本財産 定期預金 八十二銀行　上田支店 公益目的保有財産であり、運用益を

奨学金事業及び植樹事業の財源とし
て使用している。

30,000,000

基本財産合計 30,000,000

特定資産 投資有価証券 日置電機株式300,000株 公益目的保有財産であり、運用益
を奨学金事業及び植樹事業の財
源として使用している。

922,500,000

奨学緑化特定資産 八十二銀行　上田支店 、現金 公益事業に使途指定で寄付を受け
た資産

37,934,408

管理運営特定資産 八十二銀行　上田支店 、現金 管理運営に使途指定で寄付を受け
た資産

1,230,284

特定資産合計 961,664,692
固定資産合計 991,664,692
　資産合計 994,497,550

（流動負債）
預り金 源泉所得税 ４月分給与に関する所得税 20,900
流動負債合計 20,900
　負債合計 20,900
　正味財産 994,476,650

財　　　産　　　目　　　録

2020（平成31）年3月31日現在

貸借対照表科目
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